
ラーニングワーケーション

@鳥取市鹿野町
<モニターツアーのご案内>



名称：ラーニングワーケーションモニターツアー @鳥取市鹿野町
持続可能な「まちづくり」を通じ、“サステナブルな自分”をつくる

趣旨
空き家の活用をベースにした持続可能なまちづくりを20年以上を続けてきた、いんしゅ
う鹿野まちづくり協議会を題材にし、持続可能なまちづくりのあり方を探るとともに、
鹿野町をベースに活動を続ける「鳥の劇場」とのコラボによる演劇ワークショップによ
り、自己の表現力・コミュニケーション力を伸ばします。

参加対象
・鳥取県外に本社をおく企業・団体にお勤めの方
・特に、人材育成、地方創生、CSR／SDGs、総務・経営事業企画部門の方

場所
鳥取市鹿野町内ほか

実施時期
2022年10～11月（予定）
※現地でのモニターツアーの前後にオンライン研修を実施します

事業概要
鳥取市鹿野町モニターツアーご案内
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モニターツアー開催地について

ラーニングワーケーション開催地：鳥取市

鳥取市は、国立公園鳥取砂丘や山陰海岸ジオパーク、白兎海岸など豊かな自然と観光資源を
有する人口18万5,000人の中核市です。梨、カニなどの農産品・水産物も豊富で、産業は
電子部品・デバイス、電気機械といった製造業を中心に発展してきました。近年は、鳥取自
動車道の開通により、関西方面とのアクセス・利便性が向上したこと、さらに企業のニーズ
に応じた優遇制度やワンストップでの企業支援等により、食品、自動車、航空機関連など
様々な分野の企業が進出してきています。

鳥取市は、2021年に内閣府より「SDGs未来都市」に選定され、少子高齢化が進むなかに
あって、「食」と「エネルギー」の地産地消を達成する、農村モデルの構築を進めています。
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鳥取市鹿野町モニターツアーご案内



モニターツアー開催地について

鹿野町って、どんなところ？

鹿野町は、鳥取市西部の山間部に位置する人口約3500 人の小さな町です。戦国時代の亀
井玆矩公の居城、鹿野城を中心に城下町のまちなみをいまに伝えています。山々に囲まれ
た温泉もあり、都会の喧騒を忘れ、自然の中でくつろぐことができます。

現在はお城はありませんが、鹿野城跡公園として整備されており、春になると約500 本の
桜が、秋には紅葉が美しい景観を作り出します。京風の格子構えを備えた町家など、中世
末期の城下町風情が今も多数残されています。

また、400 年の歴史を誇る鹿野祭りは、時代色豊かな神輿行列が山陰の城下町を練り歩く
春の風物詩となっています。
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東京方面からの交通アクセス

鳥取市鹿野町モニターツアーご案内



持続可能な「まちづくり」

各地で地方創生の取り組みが行われていますが、
いんしゅう鹿野まちづくり協議会は、空き家活
用を軸とした取り組みで、20年以上も活動を
継続しています。持続可能なまちづくり・仕組
みづくり、そしてモチベーションの継続にはど
んな秘訣があるのでしょうか。

持続可能な「自分づくり」

先行き不透明な時代を生き抜くための表現力・
コミュニケーション力の大切さが、あらためて
問われています。表現力・コミュニケーション
力をみがくことで、人生はより豊かなものにす
るはずです。鹿野町で活動する「鳥の劇場」に
よる演劇ワークショップを通じた「自分づく
り」にチャレンジしてみませんか。
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日常では得られ
ない「気づき」

ラーニングワーケーションの体験（モニターツアー）

地域の人々と
交流する

表現力をみがく自分なりの
「問い」を立てる

自分自身に
もっと目を向ける

鳥取市鹿野町モニターツアーご案内
学べること・得られること

「サステナ創動力」

写真

「いんしゅう鹿野まちづくり協議会」を学ぶ 「鳥の劇場」で学ぶ



S u s t a i n a b l e
C r e a t i o n

P o s i t i v e
A c t i o n
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鳥取市鹿野町モニターツアーご案内
「サステナ創動力」とは

「サステナ創動力」とは？

＆

鹿野まち協（ティール要素）×鳥の劇場（表現力）＝これからの時代に必須な

サステナブルな創造性・行動規範・コミュニケーション力

サステナ

創

動

力

【サステナビリティ】
SDGsに代表される、これからの社会に必要な持続可能性を追求する視点や考え方
を身につける

【想像力・瞬発力】
自らの可能性を信じ、仲間と共にポジティブな意見を出し合い、創り上げていく楽しさを
体感する

【行動力・対応力】
失敗を恐れず、トライ＆エラーを繰り返しながら、目標に向かって身体と頭を動かし続け
るワーク

【モチベーション・自発性】
課題を発見し、その解決を探る過程の中で、自らの役割を見出し、仲間と共に切り開
く楽しさを実感する



いんしゅう鹿野まちづくり協議会

いんしゅう鹿野まちづくり協議会は、2001年10月の設立以来、行政と住民が一体となっ
て20年以上にわたって地域の魅力を創り出す活動に取り組んできました。さまざまな取り
組みを行ってきましたが、なかでも空き家活用と移住定住支援の取り組みは、事業の柱と
なっています。この空き家活用と移住定住支援によって、最近7年間で若者を中心に100
人を超える移住者を受け入れており、移住者や地域の若者が連携し取り組むイベントや芸
術祭も生まれ、景観演出、賑わいづくり、フォーラム開催、耕作放棄地対策などの取り組
みも進められています。

空き家にしても耕作放棄地にしても、地域の「お荷物」として敬遠されているものを、資
源として再生し魅力ある地域づくりに取り組む姿勢と実績は、内外から高い評価を得てい
ます。

■主な受賞歴

2006年 国土交通省「手づくり郷土賞 地域活動部門」 受賞

2007年 地方自治法施行60周年記念式典にて総務大臣表彰

2008年 国土交通省都市景観大賞「美しいまちなみ優秀賞」受賞

2010年 国土交通省大臣表彰「手づくり郷土賞大賞部門」

2021年 日本建築士会連合会「第11回まちづくり優秀賞」受賞
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鳥取市鹿野町モニターツアーご案内
サポートメンバーについて



鳥の劇場

鳥の劇場は、2006年1月、演出家・中島諒人氏を中心に設立されました。廃校になった幼
稚園・小学校を、手作りによるリノベーションを行い劇場施設として再生させました。収
容数200人の「劇場」と80人の「スタジオ」をもち、「創る」「招く」「いっしょにや
る」「試みる」「考える」の５本柱で年間プログラムを構成しています。

「鳥の劇場」という名前は、劇団名でもあり場の名前でもあります。舞台芸術家のための
創作拠点として開かれた場を目指すとともに、「トリジュク」と呼ばれる演劇による表現
ワークショップなどを通じて、演劇の表現手法をいかした地域振興、教育分野への貢献の
あり方も模索しています。2011年度国際交流基金地球市民賞受賞。
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鳥取市鹿野町モニターツアーご案内
サポートメンバーについて



モニターツアーとラーニングワーケーションの流れ
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鳥取市鹿野町モニターツアーご案内

事前オンライン研修

ラーニングワーケーション
プログラム1（鹿野町）

事後オンライン研修

インターバル研修

ラーニングワーケーション
プログラム2（鹿野町）

・越境学習の意義
・鹿野町に関する予備知識のインプット
・学びのコンセプト確認 など

DAY1 DAY2 DAY3

90～120分

2泊3日

※研修プログラムは、現時点での予定であり変更になる可能性があります。

90～120分

2泊3日
DAY1 DAY2 DAY3

・プログラム1の振り返り
・プログラム2に向けた準備と確認 など
（オンラインもしくは、都内研修会場で実施）

90～120分

・プログラム全体の振り返り
・今後に向けた意見交換 など

研修／フィールドワーク／演劇ワークショップ

研修／フィールドワーク／演劇WS プレゼン・発表
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【ワーケーションスペース】
• 新館1階ロビーに会議室と、個人ブー
スを6つご用意。

• 新館2階にはフリーで使えるカウン
ターテーブルをご用意しております。

鳥取市鹿野町モニターツアーご案内
ご宿泊

山紫苑
http://www.sanshien.jp/

源泉かけ流しの天然温泉のある宿泊施設です。
鳥取市が進める「ワーケーション拠点」の一つとして選定され、その
拠点施設としての運用を開始しています。

住所：〒689-0425 鳥取県鳥取市鹿野町今市972-1
電話：0857-84-2211
宿泊定員：140名／本館鉄筋２階建、新館鉄筋４階建
利用時間：チェックイン15：00、チェックアウト10：00
館内設備：和洋兼大広間（130畳）、中広間４（20畳）、

会議室、結婚式場
駐車場：80台収容

http://www.sanshien.jp/


サポートメンバー／ナビゲーター
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■サポートメンバー

鳥取市鹿野町モニターツアーご案内

特定非営利活動法人
いんしゅう鹿野まちづくり協議会
佐々木千代子さん

小林 清さん 向井健太朗さん 岡田 実さん

特定非営利活動法人
鳥の劇場
中島諒人さん

齊藤頼陽さん



サポートメンバー／ナビゲーター
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■ナビゲーター

鳥取市鹿野町モニターツアーご案内

株式会社日本能率協会
マネジメントセンター
川村泰朗

中川匡浩 岡田宏一 菊池壯太



実施概要・申込方法

日 程 （プログラム1）2022年10月6日（木）～8日（土）
（プログラム2）2022年11月13日（日）～15日（火）
※各プログラムの前後に、オンライン研修（120分程度、全3回）を実施いたします。
オンライン研修日程については、あらためてお知らせいたします。

募集人数 8名様 （最少催行人員8名様）

旅行代金 66,000円（税込）／おひとり様あたり
モニターツアーにつき特別料金！

＜料金内に含まれるもの＞
宿泊費、プログラム参加費、プログラム資料代、現地交通費（現地までの交通費を
除く）、行程表に記載のお食事代
・集合場所の鳥取空港までの往復移動費は、各自ご負担となります。
・催行中の写真画像等は、今後のツアー募集時の素材として利用させていただきます。

参加資格 ・企業や団体、その他形態で現在就業中の方（年齢不問）
・ツアー参加後のアンケートやレポート提出にご協力いただける方
・ツアー中の画像及びアンケート等データを広告素材に利用させていただける方
※アンケートやレポート等の内容は、個人情報が特定できない範囲内で今後のツアー
募集時に素材利用させていただきます。

※お申し込み時に頂戴いたしました個人情報は、本ツアー受付に際しての利用のほか、
今後のワーケーションツアー情報を個別にご連絡差し上げる場合にも利用させていた
だくことがあります。

13

鳥取市鹿野町モニターツアーご案内



実施概要・申込方法

お申込の流れ 麒麟のまち観光局のウェブサイトにアクセスしてお申し込み手続きを行ってください。
https://www.kirinnomachi.jp/tour/825/

※自然災害等やむを得ない事由により当ツアーの催行ができない場合、また、
コロナウイルス感染症の状況等による中止・延期等の判断、お申し込み後の
お客様御都合でのキャンセル等については、麒麟のまち観光局のキャンセル
ポリシーをご確認ください。

お申込み・お問い合わせ先
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一般社団法人 麒麟のまち観光局
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町3 東栄ビル3F
【電話】0857-50-1785 （受付時間 平日 8:45～17:30）

鳥取市鹿野町モニターツアーご案内

https://www.kirinnomachi.jp/tour/825/
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Learning Workationでイノベーションを推進する

About JMAM Learning Workation

自分の専門領域で、お互いによく知った同僚な
どと仕事をする“ホーム”から、専門領域も価値
観も異なる人たちがいる“アウェイ”に出ること
で、刺激を受けやすい状態を「自発的に」つく
り出すのが越境学習です。

「越境学習」により、日常生活では経験できな
い、異質な知との出会いと、深い気づきを促し
ます。さまざまな価値観と交わる「知の探索」
により、忙しい毎日に眠っていた人の可能性を
呼び起こします。

固定観念や暗黙の前提から脱し、自ら問いを立てる力を養う環境づくり

【越境学習の効果】
・現在のビジネスや業務の進め方を常に内省し、新しい在り方を求めて変化し続ける
・何を当たり前としてとらえていたのかに気付く、価値観そのものを問い直す契機になる

HOME
都市
所属組織
自業務・業界
共通の価値観

AWAY
地域
異業種
複業・兼業
多様な価値観
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活動実績＜ 提携団体等＞
令和元年度総務省関係人口創出・拡大モデル事業（裾野拡大型）採択
『コレクティブ・インパクト・リーダーシップ研修』
（和歌山県田辺市、首都圏企業14社15名参加）

包括連携協定の締結（順不同）
和歌山県・田辺市・白浜町、和歌山県太地町
新潟県妙高市、岩手県釜石市、鳥取県、
鳥取市、福井県永平寺町(予定)

共同研究協定の締結
国立大学法人東京学芸大学

その他、プログラム開発中の地域
高知県高知市土佐山地区（土佐山アカデミー）
岩手県山田町、八幡平市
鹿児島県和泊町（沖永良部島）

都市の人口集中
化を見据えたまち
づくりが目標

JMAMは、地方創生のために、地域と都市の関係人口
の創出にむけ、企業人材と地域人材との交流を促進し、
双方の課題の同時解決に貢献する取組を進めています。

About JMAM Learning Workation


